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残そう 創ろう 緑の高津
高津の緑部会 活動中
■「大きな木の絵」展
区役所１階ホールで 1 月 11 日から 14 日まで開催
大きな木の持つエネルギーが、描きとめられた線
の一本一本によって見るものの心に飛び込んでくる
ような 364 枚のスケッチ。東京農大の故北沢先生が
描いた絵に対した、見る人の反響はとても大きいも
のでした。高津区内にこれほど多くの大きな木がま
だあったのですかという驚きの声がありました。
この絵に描かれた大きな木が現存するかどうか調
査中です。会場アンケートにお答えいただいた方々
からの情報もあり、これから、高津区「大きな木マ
ップ」を作る作業を続けます。
昔ほど大きな木はなくなったように思うけれど、
子ども達のためにも、身近な自然に関心を持ってい
きたいという感想もいただきました。北沢先生は川
崎市内のあらゆ
る緑地の特徴の
ある樹木スケッ
チをたくさん残
していらっしゃ
るので、近いう
ちにその絵を一
堂に集めての展
「大きな木の絵」展
覧会を企画した
いと考えています。
■すでに活動を開始 「大きな木マップ」作り
高津区内の大きな木と緑地を調査して、映像マッ
プを作るための活動を進めています。
昨年の秋から開始して、1 年がかりの作業です。
これから花の季節。梅、コブシ、桜、木蓮、ホウノ
キなどデジタル撮影に出かけます。ぜひ情報をお寄
せください。

いっしょにやるひと募集中
■旧岡家跡地を「まちの庭」に
久本にある旧岡家の薬医門と日本庭園の残る跡
地が公園として整備されることになりました。
この土地はマンションのモデルルームが建てられ
たりして、せっかくの町の歴史の残る一角が生かさ
れないままになっていました。市議会への近隣住民
や「川崎・多摩丘陵の里山を守る会」による請願署
名運動によって、門と庭の保全が決定されました。
これから、市民参加によるワークショップによっ
て具体的に公
園の形や利用
が決められて
いきます。残
された蔵はど
うするか、庭
園の手入れな
ど、区民みん
岡家跡地
なで進めて行
きましょう。住民が憩う場所、町の歴史が感じられ
る場所、
「まちの庭」として、植木剪定講習会や地場
野菜交流会、昔の子どもの遊びの再現の場、竹細工
や陶芸、そして市民の趣味の発表の場として利用で
きたらすばらしいと思いませんか。夢が広がる新た
な公園作りです。
■神庭（蟹ヶ谷）の保全緑地を手入れしよう
蟹ヶ谷にある神庭と呼ばれる地域の緑地が川崎市
の保全緑地なる予定です。現在は竹やぶとなってい
ますが、竹を切り笹を刈り、美しい雑木林と広やか
な緑地を市民のボランティアによって取り戻しまし
ょう。緑地の手入れ準備活動に入りますので、里山
活動に興味のある方、近隣にお住まいの方、ぜひ関
心をお寄せください。

光と音楽でキラリデッキを演出！

今年の春は二ヶ領用水へ！

ＳＡＩ２２
■クリスマスアートフェスタを実施しました！
12 月 18 日（土）に溝口駅前のキラリデッキでク
リスマスアートフェスタを開催しました。昼間には
武蔵野美術大学の学生による高津区に関する調査発
表や青山学院大学の学生によるダブルダッチ（音楽
のリズムに合わせて 2 本の縄の上で縄跳びをする）
の演技等が行われました。調査発表の展示に見入る
通行人や、ダブルダッチに初挑戦する子供の姿が見
られました。
会場には、高津区の下野毛工業会の若手により構
成されているものづくり共和国より丸い金属製の廃
材を提供してもらい、それらを使ったクリスマスツ
リーも飾られました。
夕方薄暗くなると共に駅前広場に設置されたイル
ミネーションの光が点灯されました。
色とりどりの光の演出の中で在日本朝鮮青年同盟
の有志によるコーラスとサンフラワーズガーデン、
ＡＳＴ、little ｍといったヤングミュージシャン
の演奏が行われ、広場を通る人々が聞こえてくる演
奏に足を止め、耳を傾けていました。

ダブルダッチに初挑戦し楽しむ子供の様子

水辺の風景部会
■フェンスの色は濃い緑に決定！
小学校からの帰り道、棒を拾ってガードレールや
フェンスを鳴らしながら帰ったというのは、誰にで
もある思い出の風景。そんなお気に入りのフェンス
のある風景が、
二ヶ領用水沿いに新たに生まれます。
これまでのフ
ェンスの色は目
立ちすぎるため、
水面や枝垂桜の
並木、周辺の街
並みと調和する
落ち着いた色彩
に変更すること
になりました。
色見本としてフェンスを塗り、近隣の方たち等に投
票していただいた結果、濃い緑色が圧倒的な支持を
受け、決定しました。
■円筒分水で和の音色を！
3月後半には2週連続でイベントが開催されます。
まず 20 日（日）10 時から、
「第 3 回おそうじプロ
ジェクト」として、二ヶ領用水に浄化作用のある竹
炭を沈め、大石橋から国道２４６号線までの水路清
掃をおこないます。翌週の 27 日には、円筒分水に
て「二ヶ領用水スプリングフェスタ」を開催。琴・
三味線・尺八の演奏、桜を見ながらのお茶会（お茶
請けの桜餅は数に限りあり）
、
震災のあった中越産桜
クッキーの販売、二ヶ領用水クリーンポスターの作
品展示などが予定されています。イベントやポスタ
ーの募集の詳細については、市政だより 3 月１日号
高津区版をご覧ください。みなさんのふるってご参
加ください！
どんな色に投票しようかな

町内会や自治会と協同して!
年度替りの季節だ。区内の 103 もの町内会・
自治会も新年度の方針を練っている時期で、大災
害や人災、身近な地域では乱開発に見舞われてい
る折りから、特に防犯や防災、住みよい環境や近
隣コミュニティづくりに取り組むケースが目立
ってきた。まちづくりの課題では、協同して取り
組めるテーマや問題も実に多い。

武蔵野市には町内会がないそうだ。そこで
30 数年前から 19 の地区別に住民によるコミ
ュニティ協議会をつくり、
コミュニティセンタ
ーを自主管理運営しつつ、
まちづくりでも大き
な成果をあげてきたというが、高津区ではまず
全世帯の７割以上と結びついている町内会や
自治会との協同を重視していきたいものだ。

「場所も身近で使いやすい」
「フリールームの床が
子供たちにも優しい」
高津区民活動ルーム
■利用者のアンケート調査から
コム・ちどりの利用登録は現在 38 団体。子育て
ママの懇話会、
子どもたちの遊び場、
赤ちゃん体操、
日本語や中国語教室、造形教室、腹話術の教室、読
書会、打ち合わせや会議など多彩な利用状況です。
利用者のアンケート調査でも
「予約が簡単」
「無料な
のでありがたい」など声が寄せられました。
いっぽうで「3 階まで上がるのが大変、エレベー
ターをつけられないか」
「夜間の利用時間延長を」
な
どの要望も寄せられています。
そこで、運営面で改善できることも多いので、利
用者の懇談会を下記のとおり行うことになりました。
ぜひお出かけください。
＜記＞
日 時：３月 18 日（金）午後 2 時〜4 時。
会 場：ちどり３階「大会議室」
注）スリッパをご用意ください。

萌え出る春、整備が進んでいます
高津区市民健康の森を育てる会
■春に向けて着実な活動が続いています
高津区市民健康の森では、日々和らぐ陽光のもと
あらゆる生命が徐々に動きを顕わにしています。
そんな春の兆しを肌に感じながらの整備活動･･･。
落葉掻き、土留め、樹木除伐、散策路・花壇整備な
ど冬の作業は、草木が旺盛に伸びる季節と違って地
味ですが大事さでは夏にひけをとりません。私たち
はこんな活動を「ゆっくり、みんなで、たのしみな
がら」進めています。
■『丘』地区整備計画の検討が進んでいます
前号でもお伝えしましたが、
『丘』
地区を都市公園
として整備する『春日台公園整備方針(案)』の検討
が進んでいます。詳細は決定後 5 月発行の次号でお
伝えする予定ですが、
基本方針としては、
「高津区市
民健康の森推進計画提言書」
（平成 14 年）の内容を
ベースに、幾つかの内容追加を行い、都市公園とし
て防犯上、安全上の配慮をした整備を行うことにな
っています。17 年度中に一部着工の予定です。
高津区市民健康の森 活動予定（3〜4 月）

まちづくり協議会『ＰＲ特集』の発行
まちづくり協議会
まちづくり協議会では「歩きたくなる高津」や、
都市マスタープランからの「重点プロジェクト」な
ど、まちの課題（テーマ）を掲載した「ＰＲ特集（4
月予定）
」を発行します。 まちづくり について、
私たちと一緒に取り組んでみませんか。

31 久末の台地

☆活動日［原則 第 2,4 土曜日、第 1,3 日曜日、毎週木曜日］
3 月：3㈭,6㈰,10㈭,12㈯,17㈭,20㈰,24㈭,26㈯31㈭
4 月：3㈰,7㈭, 9㈯,14㈭,17㈰,21㈭,23㈯,28㈭
3/6,12：ジャガ芋植付
4/9：サトイモ植付

3/26：シイタケ菌植付
4/17：東高根森林公園見学

☆イベント（部外・参加/協賛）
3/12㈯.13㈰：
『市民自治創造・かわさきフォーラム』

★緑の自然に関心をお持ちのみなさん
ぜひ私たちの活動にご参加下さい！！

(5)
壮大な眺望を楽しむ
高津区の東南部、蓮花寺裏の台地で、久
末小学校や水道局配水塔の前に拡がる平
坦な農地です。周囲の豊かな緑も素晴らし
く、台地北端部から遥かに望む新宿副都心
のビル郡の景観はスケールが大きく、まさ
に絶景といえます。
高津区久末蓮花寺付近［地図 C P58］

高津のももちゃん
身の周りにありながら何
気なく見過ごしている高
津の魅力を集めた「まち
づくり資源集」です。区
役所や文教堂溝口店等で
300 円で売っています。

17 年度活動方針について検討開始
高津の福祉を考える会
■第 2 回高津すこやか活動連絡会が開催される
〜2 月 9 日（水）高津区役所 5 階会議室にて〜
情報交換等連絡会議に先立ち、
「川崎市のすこや
か活動に対する考え方（17 年度方針）
」と題して、
川崎市高齢者在宅サービス課手塚光洋氏から、お話
を拝聴しました。続いて、連絡会の議事にうつり、
各地域からの活動状況や情報交換さらに質疑応答等
活発に行われ大変有意義でした。
■来年度の福祉を考える会の活動方針等について
歩きたくなる高津、都市マス高津区構想、市（区）
の方針等をもとに、会としての課題について 3 月ま
でに結論だすよう議論する予定にしています。

「ももちゃん」ホームページ作成へ！
百選委員会
■「ももちゃん」ニュース！！
昨年４月に発行された「私の高津のお気に入り百
選 ２００４年」という冊子をご存知ですか。市政
だより最終面で、何度かご紹介しています。役所関
係者の中では、
「ももちゃん」
という通称もかなり浸
透しました。その売れ行きはというと、発行以来の
累計 900 冊弱とまずまずのものです。
今年は、
「ももちゃん」
の冊子に掲載されている情報
を web ページで公開します。現在は、委員会での審
議を経て作業に入った段階です。次のキラリたかつ
ニュースが発行される
頃には、高津区のホー
ムページ経由で、皆さ
んにご覧いただけるよ
うになっていると思い
ます。楽しみにしてい
てくださいね。

たかつ健康づくり協力店紹介（５）

読み易さ、親しみ易さを目指して
広報委員会
■ニュースに特集面を設けました
「キラリたかつニュース」では、従来の実績を踏
まえてさらに読みやすく親しみ易い紙面を創ろうと
昨秋来幾つかの試みを行っています。すでにタイト
ルのリニューアルや
「まちづくり歳時記」
「高津のも
もちゃん紹介」
「たかつ健康づくり協力店紹介」
など
コラムの連載を開始しました。加えて記事テーマに
めりはり をつけるため、第 1 頁に特集を載せ、
必要に応じて第２頁をサブ特集面とすることにしま
した。本号では新たに活動を開始した『高津の緑部
会』について特集を組みました。
■ホームページが更新されました
恒例の更新ですが、今回は各ページの部分更新は
勿論、トップページの衣替え、新たに掲載を開始し
た「たかつ水辺の風景部会」
、
「高津の緑部会」のペ
ージがポイントです。
■ご意見、ご感想をお寄せ下さい
当広報部会のメンバーが一所懸命手づくりしたニ
ュース、ホームページをぜひご覧いただいて、みな
さんの貴重なご意見やご感想、ご要望を下記事務局
にお伝えください。今後に活かしたいと思います。

川崎市7 区の交流会の報告
■川崎地域県民討論交流集会が無事終了
1 月 29 日（土）
「エポックなかはら」において 100
名を越す参加者を迎えて盛会のうちに午後 2 時〜4
時 15 分に終了しました。
■第 3 回市民自治創造フォーラム開催予定
3 月 12 日（土）13 日（日）場所・川崎市中小企業・
婦人会館（武蔵小杉駅徒歩 3 分）で開催されます。
12 日（土）は、基調講演・山田太一（作家）
13 日（日）は、分科会・
「まちづくり井戸端会議」
など多彩な行事が満催、沢山のご参加を願います。

（北部身体障害者福祉会館近く：844‑5731）

【問い合わせ先・連絡先】
高津区まちづくり協議会事務局

忙しき 君に四季織り コロンボ弁当。 バランス。

（高津区役所地域振興課まちづくり担当）

⑫ ㈲コロンボ社 喫茶コロンボ

⑬ お魚メニューがいっぱい 能登や
（大山街道ふるさと館前：833‑8989）
鮮度が売りのお魚屋。
「自然食品出店」が提供する
魚とサラダのヘルシー料理。 野菜いろいろ。

Tel:044-861-3133 Fax:044-861-3103
E‑mail:67tisin@city.kawasaki.jp
URL:http://www.city.kawasaki.jp/67/67kusei/
home/kumin/kyougikai/kyougikai-top.htm

